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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,846 △44.1 △218 ― △188 ― △59 ―

21年3月期第1四半期 3,300 ― 31 ― 22 ― 28 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △2.62 ―

21年3月期第1四半期 1.24 1.23

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 21,239 12,499 57.8 535.07
21年3月期 20,578 11,769 56.2 504.05

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,276百万円 21年3月期  11,560百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 7.00 ― 0.00 7.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

4,380 △28.3 △480 ― △450 ― △180 ― △7.85

通期 9,820 △2.4 △280 ― △240 ― △100 ― △4.36
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成21年５月12日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の業績予想は、現時点における入手可能な情報及び将来の経済環境の予想等
に基づき作成しており、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 23,676,000株 21年3月期  23,668,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  733,330株 21年3月期  733,330株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 22,936,670株 21年3月期第1四半期 23,260,515株
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当第１四半期連結累計期間における日本経済は、世界的な金融危機の影響による景気悪化が鮮明となりましたが、景気の先行きは下げ止まりつつあるとの見方が出ております。しかし雇用環境の悪化による個人消費の低迷や原油価格の動向・為替の動向などに先行き不透明感があり、厳しい状況が続くものと思われます。 世界経済も金融危機の影響による景気悪化が顕著となり、先進国だけでなく新興国においても景気の低迷が長期化する様相を呈しております。米国においては一部の企業業績の回復が見られるも、住宅市場の回復遅れや雇用の悪化による個人消費の低迷が懸念材料となっております。中国においては政府の財政政策による景気回復が認められるも、輸出の落ち込みは先行き懸念の材料となっております。 工業用ミシン業界におきましては、世界的な景気悪化の影響が大きく衣料品の消費冷え込みにより、顧客である縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続いており、ミシン販売の低迷が長期化する様相を呈しております。 このような環境のもとで、当社企業グループの売上高は、前年同四半期に比べ全所在地セグメントとも落ち込みとなり、18億46百万円（前年同四半期比44.1％減）となりました。 損益面につきましては、売上高の減少に伴う生産量の縮小により操業度が低下したために、売上原価率が上昇した結果、前年同四半期に比べ固定費の圧縮を図ったにもかかわらず、営業損失は２億18百万円（前年同四半期は営業利益31百万円）、為替予約に係るデリバティブ評価益43百万円の計上などにより、経常損失は１億88百万円（前年同四半期は経常利益22百万円）となりました。 四半期純損益につきましては、固定資産売却益２億３百万円を計上したこと、中国子会社における希望退職実施により退職特別加算金30百万円を計上したことなどにより、四半期純損失は59百万円（前年同四半期は四半期純利益28百万円）となりました。 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 （日本） 景気悪化の影響を受けて低調に推移し、売上高は１億46百万円、営業損失は３億11百万円となりました。 （中国） 世界的な景気悪化に伴う衣料品の消費冷え込みにより、縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続いたため低調に推移し、売上高は７億82百万円、営業利益は25百万円となりました。 （その他のアジア） 世界的な景気悪化に伴う衣料品の消費冷え込みにより、縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続いたため大きな落ち込みとなり、売上高は６億10百万円、営業損失は47百万円となりました。 （米州） 米国及び中南米諸国の景気悪化の影響などにより大きく落ち込み、売上高は１億56百万円、営業損失は15百万円となりました。 （欧州） 欧州及び周辺諸国の景気悪化の影響などにより大きく落ち込み、売上高は１億49百万円、営業利益は０百万円となりました。   (資産） 流動資産は、前連結会計年度末に比べて７億67百万円増加し、147億95百万円となりました。これは、現金及び預金が２億61百万円、受取手形及び売掛金が２億９百万円それぞれ増加したことなどによります。 固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億６百万円減少し、64億44百万円となりました。これは、有形固定資産が１億17百万円減少したことなどによります。 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて６億61百万円増加し、212億39百万円となりました。   （負債） 流動負債は、前連結会計年度末に比べて４億17百万円減少し、61億42百万円となりました。これは、未払金が７億12百万円減少し、支払手形及び買掛金が３億32百万円増加したことなどによります。 固定負債は、前連結会計年度末に比べて３億49百万円増加し、25億97百万円となりました。これは、長期借入金が３億48百万円増加したことなどによります。 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて68百万円減少し、87億40百万円となりました。   （純資産） 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて７億29百万円増加し、124億99百万円となりました。これは、主として為替換算調整勘定が７億33百万円増加し、利益剰余金が59百万円減少したことなどによります。   

・定性的情報・財務諸表等1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（連結キャッシュ・フロー） 現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億12百万円増加し、44億69百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が13百万円であり、固定資産除売却損益１億98百万円、仕入債務の増加２億３百万円、未払金の減少７億60百万円などにより、８億36百万円の支出となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入２億93百万円、有形固定資産の売却による収入５億４百万円などにより、７億27百万円の収入となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の純増加額４億38百万円などにより、４億39百万円の収入となりました。   平成21年５月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。     該当事項はありません。    簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。   該当事項はありません。     

3. 連結業績予想に関する定性的情報4. その他(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,922,947 4,661,665 

受取手形及び売掛金 2,268,519 2,058,588 

商品及び製品 2,694,343 2,523,881 

仕掛品 761,406 747,372 

原材料及び貯蔵品 3,576,240 3,434,685 

その他 714,917 741,365 

貸倒引当金 △142,817 △139,682 

流動資産合計 14,795,558 14,027,876 

固定資産   

有形固定資産 3,975,947 4,093,872 

無形固定資産 368,195 345,918 

投資その他の資産 2,100,029 2,110,942 

固定資産合計 6,444,173 6,550,733 

資産合計 21,239,731 20,578,609 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 954,213 621,650 

短期借入金 3,821,171 3,692,943 

未払法人税等 120,744 100,812 

賞与引当金 58,259 86,214 

その他 1,187,762 2,058,303 

流動負債合計 6,142,151 6,559,923 

固定負債   

社債 680,000 680,000 

長期借入金 1,038,356 689,571 

退職給付引当金 230,284 221,728 

役員退職慰労引当金 13,228 421,229 

その他 636,063 236,202 

固定負債合計 2,597,932 2,248,731 

負債合計 8,740,084 8,808,655 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,903,550 1,903,150 

資本剰余金 2,049,873 2,049,473 

利益剰余金 9,027,904 9,087,886 

自己株式 △291,473 △291,473 

株主資本合計 12,689,854 12,749,035 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,644 △39,765 

為替換算調整勘定 △415,488 △1,149,079 

評価・換算差額等合計 △413,844 △1,188,845 

少数株主持分 223,636 209,763 

純資産合計 12,499,646 11,769,954 

負債純資産合計 21,239,731 20,578,609 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,300,624 1,846,529 

売上原価 2,166,140 1,266,254 

売上総利益 1,134,484 580,275 

販売費及び一般管理費 1,103,063 799,032 

営業利益又は営業損失（△） 31,421 △218,757 

営業外収益   

受取利息 27,688 13,860 

受取配当金 4,936 3,545 

為替差益 52,527 － 

不動産賃貸料 15,395 14,111 

デリバティブ評価益 － 43,835 

助成金収入 － 27,742 

その他 4,142 1,212 

営業外収益合計 104,691 104,308 

営業外費用   

支払利息 43,649 36,749 

為替差損 － 33,702 

開業費償却 56,573 － 

その他 13,278 3,369 

営業外費用合計 113,501 73,821 

経常利益又は経常損失（△） 22,610 △188,270 

特別利益   

固定資産売却益 － 203,598 

保険解約返戻金 － 8,174 

貸倒引当金戻入額 3 131 

特別利益合計 3 211,904 

特別損失   

固定資産除売却損 2,770 4,957 

ゴルフ会員権売却損 － 416 

ゴルフ会員権評価損 － 830 

退職特別加算金 － 30,998 

特別損失合計 2,770 37,202 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

19,843 △13,568 

法人税、住民税及び事業税 76,325 36,044 

法人税等調整額 △76,460 12,760 

法人税等合計 △135 48,805 

少数株主損失（△） △8,769 △2,392 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28,749 △59,981 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

19,843 △13,568 

減価償却費 92,501 111,240 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,255 △7 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,095 8,556 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △61,694 △2,560 

デリバティブ評価損益（△は益） 7,950 △43,835 

受取利息及び受取配当金 △32,624 △17,405 

支払利息 43,649 36,749 

為替差損益（△は益） 175,300 △37,921 

受取賃貸料 △15,395 △14,111 

固定資産除売却損益（△は益） 2,770 △198,641 

保険解約損益（△は益） － △8,174 

売上債権の増減額（△は増加） △32,429 △71,660 

たな卸資産の増減額（△は増加） △218,896 △56,068 

仕入債務の増減額（△は減少） △110,489 203,258 

未払金の増減額（△は減少） 19,481 △760,991 

その他 △66,190 57,344 

小計 △188,062 △807,798 

利息及び配当金の受取額 31,048 18,100 

利息の支払額 △40,310 △24,878 

法人税等の支払額 △93,890 △21,823 

営業活動によるキャッシュ・フロー △291,215 △836,400 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △291,800 － 

定期預金の払戻による収入 72,950 293,025 

有形固定資産の取得による支出 △152,484 △92,009 

有形固定資産の売却による収入 150 504,703 

貸付けによる支出 △291,800 － 

貸付金の回収による収入 145,900 － 

投資不動産の賃貸による収入 15,395 14,111 

その他 △14,590 7,232 

投資活動によるキャッシュ・フロー △516,278 727,063 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 120,000 167,990 

長期借入れによる収入 1,000,000 600,000 

長期借入金の返済による支出 △165,840 △329,259 

株式の発行による収入 － 800 

自己株式の取得による支出 △158,024 － 

配当金の支払額 △164,034 － 

少数株主への配当金の支払額 △2,103 － 

その他 － △103 

財務活動によるキャッシュ・フロー 629,998 439,427 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △330,943 182,602 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △508,439 512,692 

現金及び現金同等物の期首残高 4,668,220 3,957,094 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,159,781 4,469,786 
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該当事項はありません。   

   

   該当事項はありません。   

(4) 継続企業の前提に関する注記(5) セグメント情報【所在地別セグメント情報】 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）日本 (千円) 中国 (千円) その他の アジア (千円) 米州 (千円) 欧州 (千円) 計 (千円) 消去 又は全社 (千円) 連結 (千円)売上高(1)外部顧客に    対する売上高 241,449 942,381 1,270,014 362,295 484,484 3,300,624 ─ 3,300,624(2)セグメント間の   内部売上高又は   振替高 1,633,170 608,197 ─ ─ ─ 2,241,368 （2,241,368) ─   計 1,874,619 1,550,579 1,270,014 362,295 484,484 5,541,992 （2,241,368) 3,300,624営業利益又は 営業損失（△） △284,791 124,408 45,710 25,408 72,669 △16,594  48,015 31,421 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）日本 (千円) 中国 (千円) その他の アジア (千円) 米州 (千円) 欧州 (千円) 計 (千円) 消去 又は全社 (千円) 連結 (千円)売上高(1)外部顧客に    対する売上高 146,775 782,588 610,982 156,910 149,272 1,846,529 ─ 1,846,529(2)セグメント間の   内部売上高又は   振替高 664,624 451,466 16,268 ─ 64 1,132,425 （1,132,425) ─   計 811,399 1,234,055 627,251 156,910 149,337 2,978,955 （1,132,425) 1,846,529営業利益又は 営業損失（△） △311,765 25,030 △47,820 △15,473 659 △349,369 130,612 △218,757(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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